市民税・県民税の申告を受け付けます
中央区役所を主会場として市民税・県民税の申
告受付を行います。
ほかの会場で行う日もありますので、各会場の
受付日時にご注意ください。
●各会場は駐車スペースが少ないため、お車での
ご来場はご遠慮下さい。
●所得税の確定申告については、浦和税務署（中央

会

場

期

受付時間

2月16日㈭〜3月15日㈬

中央区役所
3階大会議室

（土・日曜日と2月22日㈬〜24日㈮は除く）
※2月19日㈰・26日㈰は行います。

西与野
コミュニティホール

2月22日㈬

大戸公民館

2月23日㈭

上落合公民館

2月24日㈮

（中央区桜丘）

区新都心）Ｔ600・5400にお問い合わせください。 （中央区大戸）

［ 問合せ ］ 区課税課
Ｔ840・6040 Ｆ840・6164

日

※当日、区役所では受け付けておりません。

※当日、区役所では受け付けておりません。

（中央区上落合）

8：30〜
16：00

9：30〜
16：00

※当日、区役所では受け付けておりません。

さいたま市自治会活動功労者表彰
11月2日㈬にさいたま市自治会活動功労者表彰式が開催されました。
中央区から、矢野法夫会長（MID TOWER自治会）
、鈴木孝則会長（与

自治会は皆さんの地域を明るく住みよいまちにするため、

野高層自治会）、髙橋清美前会長
（大

防犯・防災・環境美化活動や親睦行事など、さまざまな活動

戸2・3丁目自治会）、石川光貞会長

を行っています。

（鈴谷第3自治会）が表彰されまし

自治会では皆さんの加入をお待ちしています。

た。おめでとうございます。

お近くの自治会役員にお申し出ください。

［ 問合せ ］
区コミュニティ課
Ｔ840・6021 Ｆ840・6161

写真前列左から
髙橋前会長、鈴木会長、
矢野会長、石川会長▶

平成28年度

中央区活性化等推進事業補助金を
ご利用ください
中央区の地域コミュニティの醸成や魅力あるまちづくり
の活動を行う団体に補助金を交付しています。
［ 補助対象事業 ］
区の自然、環境を生かしたまちづくりを推進する事業
健康、福祉、安全、生活環境等を生かしたまちづくり

自治会に加入しましょう

平成28年度 さいたま市マッチングファンド事業

見守りシステム
「安心電話」
を利用しませんか
NPO団体と市が協働で実施する、電話による週１回の見守りサー
ビスです。固定電話や携帯電話があれば利用できます。
対象／中央区・南区に住所を有する60歳以上の方
定員／50人 利用期間／平成29年3月31日まで
費用／無料
（期間終了後も引き続き利用する場合は有料）
※駆けつけサポートを利用する場合は有料
申込書の請求･問合せ／助け合いNPOこのまちで暮らす会
3･6837・3561（月〜金 10時〜14時）（年末年始を除く）
所管／高齢福祉課 3829・1260 6829・1981

を推進する事業

ਛᄩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖද⼏ળ

区の歴史、文化、伝統を生かしたまちづくりを推進する事業
区のコミュニティ活動の醸成を図り、活性化につながる事業

「コミ協」߆ࠄߩ߅⍮ࠄߖ

その他区長が特に必要と認める事業
※平成29年3月10日㈮までに終了する事業

［ 補助金額 ］
事業に要する経費の4分の3の範囲で、10万円を限度とします。
申請書は区コミュニティ課で配布しています。
又、市ホームページ中央区のサイトからダウンロードもできます。

●与野七福神パレード実行委員会

与野七福神仮装パレード
縁起の良い一年を祈念し、七福神に
ふん

扮した市民が七つの神社や寺院をパレードします。

http://www.city.saitama.jp/chuo/index.html

日

時▶1月3日
（火）11時30分〜

市民活動ネットワーク➡中央区活性化等推進事業
区コミュニティ課 Ｔ840・6020 Ｆ840・6161
［ 問合せ ］

会

場▶氷川神社〜一山神社〜天祖神社〜御獄社〜円乗院〜円福寺〜鈴谷大堂

2

※雨天中止

問合せ▶与野七福神パレード実行委員会（岩﨑）Ｔ・Ｆ853・9798

児童センターからのお知らせ
与野本町児童センター（中央区本町東）

向原児童センター（中央区下落合）

大戸児童センター（中央区大戸）

「親子のひろば」

「親子であそぼう」

「親子のひろば」

対象年齢に合わせた親子のふれあい遊び
や情報交換
●日 時
①０歳：１/11〜毎週㈬ 11時〜11時50分
②１歳：１/16〜毎週㈪ 11時〜11時50分
③２歳以上：１/12〜毎週㈭
11時〜11時45分
④プチタイム：１/ ４・５・６〜
毎週㈫㈮ 11時30分〜11時45分
※全て保護者の方同伴でお願いします
●問合せ 与野本町児童センター
Ｔ855・5655 Ｆ855・5669

対象年齢に合わせた親子のふれあい遊び
や情報交換
●日 時
①０歳：１/ ６〜毎週㈮ 11時〜11時30分
②１歳：１/ ５〜毎週㈭ 11時〜11時30分
③2歳以上：1/11〜毎月第2・4㈬
10時30分〜11時15分
④プチタイム：1/4㈬〜毎日
11時30分〜11時45分
※全て保護者の方同伴でお願いします
●問合せ 向原児童センター
Ｔ・Ｆ834・6083

対象年齢に合わせた親子のふれあい遊び
や情報交換
●日 時
①０歳：１/ ５〜毎週㈭ 10時30分〜11時
②１歳：１/17〜第３・５㈫ 10時30分〜11時
③２歳以上：１/10〜 第２・４㈫
10時30分〜11時15分
※全て保護者の方同伴でお願いします
●問合せ 大戸児童センター
Ｔ・Ｆ831・9536

1月の運動教室（介護予防事業）

公園の運動器具などを使用し、簡単な運動を行う教室で
す。帽子、タオル、飲み物を持参のうえ、動きやすい服装
で、直接会場へお越しください。
時間

会場

16日㈪

日程

10:00 11:30

与野中央公園

10日㈫・23日㈪

14:00 15:30

与野公園

13日㈮

10:00 11:30

八王子公園

※雨天の場合は、会場変更や中止になる場合があります。

対象 おおむね65歳以上の方
問合せ 区高齢介護課 Ｔ840・6068

参加
Ｆ840・6167 無料

第90回

※さいたま市社会福祉事業団のホームページ
※さ
さいたま
い
いた
いたま市社会
市社会福祉事
市社会
社会福祉
福祉事業団の
福祉事
祉 業団の
業団のホ
のホ ムペ
ムペ ジ
（http://www.saicity-j.or.jp）
もご覧ください。

光の庭プロムナード・コンサート

土曜の昼下がり、
光の降り注ぐ会場で気軽に
素敵な音楽をお楽しみください。

1月28日
（土） 14時開演（約40分）

［日

時］

［会

場］ 彩の国さいたま芸術劇場
（中央区上峰）
1階

［出

演］ 大塚直哉
（オルガン）
、
大西律子
（バロック・ヴァイオリン）

［曲

目］ ヴィヴァルディ:協奏曲集
「四季」
より
「冬」 ほか

［問合せ］ 彩の国さいたま芸術劇場
Ｔ858・5506

読み聞かせボランティア入門講座 …読み聞かせ「きほんのき」

音楽担当

入場
無料

Ｆ858・5515

絵本の魅力って？見て・聴いて・
実践してみませんか！

［日 時］ 2月9日㈭ 13時30分〜15時30分
（受付13時10分〜）［会 場］ 区役所4階 ［講 師］ 絵本の会
［対 象］ 市内在住・在勤・在学の方 ［定 員］ 15人
（応募者多数の場合は抽選）
［申込み・問合せ］ 1月25日㈬までに、
電話又はファクスで①氏名 ②住所 ③電話番号 ④年齢・職業を
さいたま市社会福祉協議会中央区事務所へ Ｔ854・3724 Ｆ854・3511

こんにち
にちは

区長

です

情報プラザ

とまと

参加
無料

明けましておめでとうございます。
区民の皆様には輝かしい新年をお健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。

今回は、お正月にふさわしく縁起の良い 七福神 についてお
話ししたいと思います。
その起源については明らかではないようで、インドのヒンド
ゥー教の神である大黒を台所の神として祀 ることが民間に広
ま つ

まり、その後民間において日本土着の信仰である恵比寿とセッ
トで信仰されるようになりました。
平安時代以降、京都の鞍馬の毘沙門信仰から始まった毘沙門
天を恵比寿・大黒に加え、三神として信仰されるようになりま
した。この三神セットのパターンはかなり後まで一般的であ
りましたが、時代によっては「恵比寿・大黒・弁才天」が信仰され
たこともあったようです。
また、七柱の神仏のセットができたのは室町時代末期頃と言
われ、人々は別々に信仰されていた7つの福の神を集め、七福
神としました。京都辺りで民間信仰として商売繁盛、開運など
を願って誕生したようです。その後、江戸時代でも七福神巡り
が盛んになり、各地で七福神が誕生しましたが、江戸谷中七福

神、下谷七福神等が有名です。
今年も１月３日に、七福神に扮 し
た市民等による「与野七福神仮装パ
レード」が行われます。与野七福神
ふ ん

は、昭和60年頃、地元有志の発意によ
り、７寺社が選ばれ誕生しました。
▲11月19日㈯
バラの手入れ講習会
現在の与野七福神は、北から氷川神
社(福禄寿)、一山神社(恵比寿神)、天祖神社(寿老人)、御嶽神社
(弁財天)、円乗院(大黒天)、円福寺(布袋尊)、鈴谷大堂(毘沙門
天)に祀られており、仮装パレードは、本町通りの北に位置する
ま つ

氷川神社を起点に出発し、最後の鈴谷大堂までを練り歩く、距
離にして3.5キロメートルほどの短い距離の中にあり、手軽に
巡ることができます。
区民の皆様が健勝にて幸せに暮らせるように、また、私も今
年一年無病息災にて過ごせるよう、与野七福神を巡りお参りを
したいと思っています。
中央区長 大熊 研二

CHUO
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